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西日本区強調月間 4月 YMCA サービス・ASF 
YMCAとの協働は自ら積極的に参加することです。お互いに理解しあい目標を共有しましょう。 

                     荒川恭次 Y・サ ユース事業主任（名古屋グランパス） 

巻頭言 「学校一斉休校」に何もできないけれども      丸尾初子                                        

  春節祭を前にするあたりから新聞紙面に「新型コロナウイルス」の文字が目につくようになりました。そし

て日が経つにつれて、その文字が大きくなり、見出しとなって連日紙面のトップを独占しています。テレビでも

同様にコメンテーターの方々が、聴きなれない言葉で情報を伝え解説されていきます。感染者の数字が増え続

け、恐ろしいと実感しはじめたのは、集団感染が起きた大型クルーズ船が横浜に入港した頃からです。それまで

地域では特別な変化もなくご挨拶の中でも話題にすることもありませんでしたが、にわかに感染予防の商品

が入手できなくなりました。そして 2 月 29 日、子供たちの状況は一変しました。下校してくる児童がたくさんの

学習道具を抱えていて、「今日で学校おわりや、と先生に言われた」、と話し、朝の元気な様子がなくなってい

ました。 

 その後、近所の子供に特に変化は見受けられませんでしたが、低学年の「学童保育」の子供たちはどうしてい

るのかと気がかりでした。幸いにも、私の住む自治体では、学童保育を続けられていて安堵しました。 

私は、子育てを終えたころ、「学童保育」の仕事に従事していました。当時の意識がふと蘇り、先の見えないこ

んな時こそ、サンホーム「子ども広場」が、ひとつの役割を担うことができるのではないかと期待していました

が、残念ながら介護施設「YMCA サンホーム」の中での「子ども広場」は活動休止となりました。一方で、準備を

終えていたワイズの 3月「メネット例会」も会場使用ができなくなり事の重大さをあらためて知らされました。い

ずれ「子ども広場」が再開される時が来れば、何かもっと気配りのできるサポートをしなければと思っています

が、今は何もできないけれど一日も早い終息を願っています。 

 

 会員数（連絡主事を含む） １１名 ゲスト・ヴィジター出席数 名 にこにこ献金 

内 功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 名  3月分     円 

特別メネット 2名 功労会員・広義会員出席数 名 今期累計 81901円 

3月例会出席者数（会員） 名 2月例会出席者総数 名 充足率      ％ 

メイクアップ 名 2役員会出席者数 名  

3月の出席率 ％ 2月会員延べ出席者数 名  

主  題  2019－2020 年度：クラブ・部・区・アジア太平洋地域・国際 
ク ラ ブ 主 題 :  一人はみんなのために みんなは一つの目的のために      会長・丸尾欽造 

One for all, all for one             

阪 和 部 主 題 : 「平和、公平・平等、多様性」＝「生命（いのち）」        部長・飯沼  眞 

西日本区主題  : “風となれ、ひかりとなれ”                  西日本区理事・戸所岩雄 

  〃 副題  : “こころ豊かにあるために、輝くために”            

アジア太平洋地域主題 ：Action! （アクション！）           会長 田中博之（東京多摩みなみ） 

  〃  スローガン  : With Pride and Pleasure  (誇りと喜びを持って) 

国 際 主 題   ：Building today for a better tomorrow     国際会長 Jennifer Jones (豪州) 

                             （より良い明日のために今日を築く)  

  〃  スローガン   :  On the MOVE!!  （さあ動こう！！） 

【今月の聖句】    ガラテア人への手紙 3章 28        選・解説 岩坂正雄 

       「あなた方は皆、キリスト・イエスにあって一つです。」 

              ―――違いを超えて“共に生きる”ことに努めよう。――― 
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                           4 月例会も 中止となりました。 

                           異常事態です。会員各位におかれましては各自 

健康に留意され 5 月には 元気な顔でお会い 

できますよう お祈りいたします。 

            クラブ役員一同 

HAPPY BIRTH DAY   4月 

2日 丸尾 初子さん 

 WEDDING ANNIVERSARY 

10日 杉村 徹・由香夫妻 

44 月月予予定定  

  44 日日  ブブリリテテンン発発送送～～  

1166 日日  例例会会  ササンンホホーームム                中中止止  

2233 日日  役役員員会会  ササンンホホーームム              予予定定  

2266 日日  ららくくららくく車車椅椅子子登登山山                中中止止  

ここどどもも広広場場はは毎毎週週水水曜曜日日                休休止止中中  

編集後記 新型コロナウイルス感染症の蔓延をうけ あらゆる行事が中止に追い込まれています。 

終結の見通しの立たない中、 クラブ・部・区の役員さんたちの気苦労はいかがなものでしょうか。 

危地に立たされた時 その真価が問われます。まず、細部にとらわれることなく、全体を俯瞰し芯にな

る太い幹を立てることが肝要であると思います。英断ともいえる大きな決断が求められるでしょう。 

休業や自粛を求めた為政者やオリンピック・パラリンピックの延期を決めた方々は爾後その影響の細部

に気配りが求められます。ワイズにおいても決断され 而してのち 組織が衰退しないような施策が 

打ち出されることを期待したい。行く先を見据えた新規の企画を検討されますように・・・ 

（A4 1 枚のブリテン発行は河内クラブでは初めてのことでしょう。なんとか休刊とせず発行出来た

ことを 良としたいと思います。次号はもう少し工夫をしようかな・・・  編集子）  

                  

第 45期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:丸尾欽造 副会長: 望月 強 書 記:横田憲子 会 計:藤井敬子 メネット会長：丸尾初子  

直前会長:田中惟介 連絡主事:杉村 徹 

例会場・役員会場 ：サンホーム   東大阪市御厨南３－１－１８   TEL 06-6787-3733 

     大阪河内クラブホームページアドレス   http://kawachi-ys.org/ 

第 10 回役員会報告  : 会長 丸尾欽造 

2020 年 3 月 26 日(木) 0：00 ～ 24：00  

 会 議 方 式： E-メール・FAX 等による会議 

 出席者:  全体会議として進行   

【協議事項】 

１．4 月例会（Y サ・ＡＳＦ月間）開催について  

4 月例会の開催にあたり、定例会場である介護施設

「YMCA サンホーム」は、「新型コロナウイルス」感染症対

策として不特定多数の集会等の使用制限が継続されて

いることに鑑み、「プログラム及び例会場の変更」等に

ついて意見を求めたところ、「現時点のウイルス感染対

策の受け入れとクラブ員の諸事情を考慮して、「4 月例

会を中止しては」とする意見が主導的に表明された。 

これを受けて、役員によって協議の結果、「４月例会は

中止する」として決議された。 

２．5 月号ブリテン担当確認 

巻頭言：杉村徹 4 月例会報告：――― 

役員会報告：横田憲子       

サンホームニュース：杉村徹 

YMCA ニュース  岡本副事業長   

区及び阪和部関連：丸尾欽造         

自由投稿 随時ご提出ください   

原稿締切日 4 月 29 日（金）  

発送日 5 月 8 日（第一木曜日）１5：30  

３．らくらく車椅子登山の開催について   

 4/26 開催予定の車椅子登山は中止となりました。 

４．担当主事交代について 

      正式に決定後、引継ぎ式等実施する。      

５．第 23 回西日本区代議員会 議案提出の有無確認 

      提案事項なく、提案はしない。 

 ６．次期中井部長公式訪問 役員交代式 

「７月例会で実施」とする。 

７．その他 

「らくらく車椅子登山」中止の場合、クラブでのハイ

キングの提案があり、 継続審議とする。 

【連絡報告事項】 

８．阪和部内各クラブ 4 月例会情報 

和歌山・奈良・大阪サウス・大阪長野・和歌山紀の川 

＝中止、 

大阪泉北＝検討中 

  

９. 第 23 回西日本区大会登録締め切り日変更 

 第 1次（早期登録）申込 4 月 30 迄延長された  

 第 2 次締め切り日（最終登録期限） 5 月 20 日      

10. 東地域 YMCA リーダー会 

4月 13日(月)予定。尚、会場は未定（3月 25日現在） 

 尚、今年度卒業されたリーダーへの記念品は、 

岡本副事業長へ託しました。  

和田遼香さん（ぷりん） 沖野千咲都さん（ちぃ） 

松下奈央さん（れもん） 井内陸斗さん（なると） 

11. 第 74 回国際大会参加の旅 （８月 12 日～19 日） 

  デンマーク・オーデンセとコペンハーゲン 

登録は、㈱トラベルファイブジャパン 

06－6253－0212 

12.  西日本区ロースターの個人欄の記載事項の確認 

をお願いいたします。 

http://www.google.co.jp/search?rlz=1W1ACAW_jaJP358JP358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=X&ei=Flu9Ua7ODsnNkwW5p4H4Bw&ved=0CCkQBSgA

